
2016年
厚生労働
省調査

業の種類
(あはき・柔整)

施術所名
（施術者名※）

住 所 電話番号

1 あん摩 健康道場 館山市大井４－３ -
2 あん摩 坂本マッサ－ジ治療院 館山市笠名1337 0470-23-6255
3 あん摩 鈴木治療院 館山市館山1329 0470-22-0448
4 あん摩 田中治療院 館山市長須賀119 0470-23-2516
5 あん摩 指圧治療室拇宏 館山市安布里217-2 0470-22-2365
6 あん摩 北マッサ－ジ 館山市北条1531 -
7 あん摩 指圧マッサ－ジ小勝 館山市北条1568-3 0470-23-2833
8 あん摩 田村マッサ－ジ 館山市那古1297-9 -
9 あん摩 鹿嶋マッサ－ジ治療院 南房総市千倉町瀬戸3908 0470-44-2373
10 あん摩 マッサ－ジ青木治療院 南房総市千倉町瀬戸2026-1 0470-44-1560
11 あん摩 川上マッサージ治療院 南房総市千倉町千田273-1 0470-43-1152
12 あん摩 松本治療院 鴨川市横渚671 04-7092-0718
13 あん摩 えがお 鴨川市横渚1474-11 04-7094-5344
14 あん摩 江川マッサージ治療院 鴨川市東町1615-8 04-7092-3451
15 あん摩 元名指圧治療院 安房郡鋸南町元名890-4 0470-55-3176
16 あん摩 指圧マッサージおぐら 安房郡鋸南町下佐久間2522 -
17 あん摩 とみうらマッサージ室 南房総市富浦町原岡甲９８４ 0470-20-4505
18 あん摩 小柴マッサ－ジ 南房総市富浦町宮本20 0470-33-3825
19 あん摩 石黒マッサージ 鴨川市天津１００２－５ -
20 あん摩、はり、きゅう 針灸指圧妙長寺治療院 館山市二子45 0470-22-9829
21 あん摩、はり、きゅう ライフケア接骨院鍼灸院 館山市長須賀300 0470-23-2099
22 あん摩、はり、きゅう 安田鍼灸院 館山市長須賀190-11 0470-24-1109
23 あん摩、はり、きゅう 館山鍼灸院 館山市上真倉2375 0470-23-1085
24 あん摩、はり、きゅう 高井治療所 館山市高井413 0470-23-7506
25 あん摩、はり、きゅう はり･きゅう･ﾏｯｻ-ｼﾞ小沢治療院 館山市北条1585-6 0470-22-1300
26 あん摩、はり、きゅう 延命院 館山市北条816-6 0470-22-5557
27 あん摩、はり、きゅう 高橋治療院 館山市北条221-7 0470-23-0941
28 あん摩、はり、きゅう てらぞの針灸院 館山市北条2416-27 0470-24-8419
29 あん摩、はり、きゅう

鍼灸マッサージ院　和　からだみなおし
処

館山市北条316-13 -
30 あん摩、はり、きゅう 鈴木はり灸マッサージ院 館山市北条2183-87 -
31 あん摩、はり、きゅう 己津子治療院 館山市正木1284-1 0470-27-5890
32 あん摩、はり、きゅう 飯田鍼灸院 館山市北条正木685-9 0470-22-1278
33 あん摩、はり、きゅう はり･きゅう･ﾏｯｻ-ｼﾞ湊治療院 館山市湊堂の下388-2 0470-23-5233
34 あん摩、はり、きゅう 神子はりきゅう治療院 館山市那古1674-2 -
35 あん摩、はり、きゅう 東洋堂はり灸マッサージ 館山市船形203-4 0470-27-3747
36 あん摩、はり、きゅう すぐれ針灸院 館山市船形638-1 -
37 あん摩、はり、きゅう 明日葉鍼灸院 南房総市千倉町白子2446 0470-44-5363
38 あん摩、はり、きゅう 漢方堂鍼灸治療院 南房総市千倉町瀬戸2264-4 0470-44-3783
39 あん摩、はり、きゅう 高梨鍼灸院 南房総市千倉町瀬戸1337-4 0470-40-1052
40 あん摩、はり、きゅう 安田鍼灸院 南房総市千倉町北朝夷2797 0470-44-4422
41 あん摩、はり、きゅう 笠原治療院 南房総市千倉町北朝夷364-2 0470-44-3020
42 あん摩、はり、きゅう 小滝治療院 南房総市千倉町南朝夷1164-3 0470-44-2979
43 あん摩、はり、きゅう はり･きゅう･ﾏｯｻ-ｼﾞ和治療室 南房総市千倉町忽戸582 0470-44-0263
44 あん摩、はり、きゅう 白浜鍼灸治療院 南房総市白浜町滝口5175-15 0470-38-2997
45 あん摩、はり、きゅう 中山治療院分室 鴨川市横渚714 -
46 あん摩、はり、きゅう 竹石治療院 鴨川市西町1215-14 04-7092-2261
47 あん摩、はり、きゅう 観音堂鍼灸院 鴨川市広場1005 -
48 あん摩、はり、きゅう 鍼灸マッサージはなまる治療院 鴨川市横尾213-1 04-7097-0418
49 あん摩、はり、きゅう 松山治療院 安房郡鋸南町下佐久間2457 0470-55-1833
50 あん摩、はり、きゅう 早川鍼灸院 安房郡鋸南町勝山413 0470-55-3206
51 あん摩、はり、きゅう はり･きゅう･ﾏｯｻ-ｼﾞ平島治療院 南房総市竹内343-2 0470-57-3831
52 あん摩、はり、きゅう 五十嵐鍼灸院 南房総市和田町海発63-1 0470-47-3016
53 あん摩、はり、きゅう 日漢堂針灸施術院 南房総市和田町小川871-4 0470-47-4106
54 あん摩、はり、きゅう 斉藤鍼灸院 鴨川市東江見378 -
55 あん摩、はり、きゅう 吉浦治療院鍼灸マッサージ 鴨川市江見吉浦20-2 04-7096-0366
56 あん摩、はり、きゅう ハリ治療松本 鴨川市内浦2816 04-7095-2342
57 柔道整復 大賀整骨院 館山市大賀1181 0470-24-1292
58 柔道整復 たいよう整骨院 館山市大賀411-7 0470-28-5333
59 柔道整復 里見接骨院 館山市館山935-2 0470-22-8872
60 柔道整復 倉田接骨院 館山市館山1463-2 0470-22-1642
61 柔道整復 ライフケア接骨院鍼灸院 館山市長須賀300 0470-23-2099
62 柔道整復 館山接骨院 館山市上真倉2375 0470-23-1085
63 柔道整復 高井の接骨院 館山市高井358番地の3 0470-28-4990
64 柔道整復 館山中央整骨院 館山市北条1229-8北原ハイツ1F 0470-23-7053
65 柔道整復 観音寺整骨院 館山市北条1032 0470-22-8272
66 柔道整復 報徳整骨院 館山市北条1632-15 0470-24-8528
67 柔道整復 藤原接骨院 館山市北条1493 0470-24-7228
68 柔道整復 てらぞの接骨院 館山市北条2416-27 0470-24-8419
69 柔道整復 田村整骨院 館山市那古687 0470-27-2033
70 柔道整復 小野整骨院 館山市那古1132 0470-27-2818
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71 柔道整復 生稲接骨院 館山市船形79 0470-22-2439
72 柔道整復 すぐれ整骨院 館山市船形638-1 -
73 柔道整復 相川整骨院 南房総市千倉町瀬戸2337-1 0470-44-3824
74 柔道整復 いちかわ接骨院 南房総市千倉町北朝夷１９７－２ 0470-29-5930
75 柔道整復 戸部整骨院 南房総市白浜町白浜2998-2 0470-38-5385
76 柔道整復 長狭整骨院 鴨川市横渚260-3 04-7093-2685
77 柔道整復 えがお接骨院 鴨川市横渚1474-11 04-7094-5344
78 柔道整復 川邉接骨院 鴨川市横渚871-1 04-7092-0029
79 柔道整復 高橋接骨院 鴨川市貝渚2703 04-7092-1715
80 柔道整復 すばる整骨院 鴨川市貝渚124 04-7093-3690
81 柔道整復 竹栄接骨療院 鴨川市広場1118-3 04-7093-4199
82 柔道整復 ほた接骨院 安房郡鋸南町保田258-1 0470-55-1523
83 柔道整復 奥山接骨院 安房郡鋸南町勝山872-14 0470-55-0827
84 柔道整復 鈴木接骨院 南房総市久枝3-43 0470-57-3012
85 柔道整復 生方接骨院 南房総市富浦町原岡874 0470-33-2207
86 柔道整復 松永接骨院 南房総市和田町仁我浦586-4 0470-47-4658
87 柔道整復 斉藤鍼灸院 鴨川市東江見378 ‐
88 柔道整復 土屋接骨院 鴨川市内浦291 04-7095-2899
89 柔道整復 酒井接骨院 鴨川市天津1547 ‐
90 柔道整復 あまつ整骨院 鴨川市天津1090-12 04-7093-5178
91 はり、きゅう 高井のはりきゅう接骨院 館山市高井358番地の３ 0470-28-4990
92 はり、きゅう 北条鍼灸治療院 館山市北条３５２－３ 0470-23-1916
93 はり、きゅう 武藤鍼灸院 館山市那古1479 0470-27-3746
94 はり、きゅう 田村鍼灸院 館山市那古687 0470-27-2033
95 はり、きゅう 相川整骨院 南房総市千倉町瀬戸2337-1 0470-44-3824
96 はり、きゅう 針灸治療院森の気 南房総市千倉町川戸238-1 0470-44-2999
97 はり、きゅう 山下はりきゅう治療院 南房総市千倉町平館686 0470-44-2617
98 はり、きゅう 鴨川鍼灸院 鴨川市横渚396 04-7093-4512
99 はり、きゅう 吉田鍼灸治療院 鴨川市横渚907-6 -
100 はり、きゅう 鍼灸院和泉 鴨川市横渚１１７６－６ 04-7092-0009
101 はり、きゅう 友愛鍼灸院 鴨川市貝渚3153-1 04-7093-1415
102 はり、きゅう 安房鍼灸院 鴨川市八色71-6 04-7093-4888
103 はり、きゅう 医療法人社団夢亀会亀田鍼灸院 鴨川市滑谷２９７－１ 04-7093-7878
104 はり、きゅう はり灸ｚｉｐ治療院 鴨川市広場1126-14 04-7093-1806
105 はり、きゅう 自然堂鍼灸院 鴨川市松尾寺549 04-7097-7033
106 はり、きゅう 金束東洋医学研究所　幸はりきゅう院 鴨川市金束1656 -
107 はり、きゅう 近江鍼灸院 安房郡鋸南町勝山189 0470-55-2330


